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11月2日はキッチン・バスの日キッチン・バス工業会と会員の皆様をつなぐ K・B通信 2020.7 No.19

　平素は、キッチン・バス工業会の活動に多大なるご支

援を賜り誠にありがとうございます。

　このたびの令和２年７月豪雨により被害を受けられた

皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一刻も早

い復旧を心よりお祈り申し上げます。

　年初より、新型コロナウイルスが世界各地で猛威を振

るい、経済面にも深刻な影響を与えています。日本国内

では4月に緊急事態宣言が発出され、諸々の行動自粛要

請により生産・消費活動の低迷が現実化しており、一部

では2008年のリーマンショック以上の経済危機を迎え

るのではとも言われております。

　当業界におきましても、一部製品の受注停止や納期遅

延等が発生し、工業会各社様の業績への影響が懸念さ

れるところです。

　一方、このコロナ禍により在宅勤務、テレワークが一

層推奨され、収束後もこれらの働き方が「新常態」として

定着することが予想されます。こうした従来とは大きく異

なった生活のあり方によって、新たな気付きや需要が生

まれる可能性が十分考えられます。これらの新たな変化

を当業界のビジネスチャンスに繋げていけるよう、工業

会での情報交換を一層図ってまいりたいと存じます。

　会員各社様におかれましては、当工業会の活動に一層

のご理解とご支援を賜りますよ

うお願い申し上げ、本誌の巻頭

のご挨拶とさせていただきます。

『K・B通信』No.19発行にあたり

巻頭言

キッチン・バス工業会	副会長
永大産業株式会社　

代表取締役執行役員社長

枝園	統博

2020年度 公式行事（2020年7月20日現在）

工業会情報

工業会行事日程　　　　　　行事内容

2020年	 4月	22日（水）	 2020年度	第1回	理事会（15：30〜18：00）　【浜松町東京會舘】　※書面決議

2020年	 5月	28日（木）
	 2020年度	定時総会・第1回	全員懇談会／懇親パーティー

	 	 	 （15：00〜16：30/16：45〜18：15予定）　【ホテルグランドパレス】　※書面決議

2020年	 5月	29日（金）	 懇親ゴルフ会　【相模原ゴルフクラブ】　※中止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2020年 9月 17日（木） 第2回 全員懇談会（WEB会議） （15：00～16：00）

2020年 9月 19日（土） 懇親ゴルフ会　【相模原ゴルフクラブ】　　　　　

   「キッチン・バスの日」式典 第16回 川柳優秀作品表彰式／
2020年 11月 2日（月） 懇親パーティー
   （13：30～16：20/16：30～18：00予定）　【日本工業倶楽部】

2021年 1月 13日（水）
 2021年 新年賀詞交歓会（17：00～19：00予定）　【ホテルグランドパレス】

   ※運営諮問会議（15：30～16：30予定）

関連団体行事日程　　　　　行事内容

2020年 10月 28日（水） 第2回 暮らしとまち未来会議　【東京會舘本館】

日本工業倶楽部
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　2020年度の第1回理事会は、4月7日に発出された新型コ

ロナウイルス感染症の緊急事態宣言により、全国で感染防止

のための活動自粛要請が出されている状況にあり、書面での

理事会開催となりました。また理事会終了後に予定されていた

（一社）日本ガス協会様との合同懇親会も中止になりました。

　書面審議として、電子メールで配信した審議事項と回答結

果は以下の通りで、すべて承認されました。役員体制審議に

おいては、林会長の退任に伴い、佐々木新会長が就任されま

した。また、昨年度より総務委員会を中心に検討を進めてき

た事務所改装についても承認されました。

  1. 審議事項 

（1）2019年度事業報告及び2020年度事業計画（案）	 承認	：	19名　　否認	：	0名

（2）2019年度事業収支決算報告及び2020年度収支予算（案）	 承認	：	19名　　否認	：	0名

（3）2020年度役員体制（案）	 承認	：	19名　　否認	：	0名

（4）当工業会事務所改装について	 承認	：	19名　　否認	：	0名

  2. 報告事項 

（1）会員移動について〈入会、退会、社名変更、代表者変更〉

  3. 特別報告 

（1）	2019年度自主出荷統計報告

（2）	情報処理の実態調査に関するアンケート及びHPアクセス状況報告

（3）	新型コロナウイルス対応状況報告

（4）	事務局報告	

　　　・第16回川柳事業の件	

　　　・今後の行事日程〈公式行事・委員会開催日程他〉	

　　　・2020年度定時総会（書面審議）案内

2020年度 第1回 理事会 開催
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定時総会議事

　2020年度の総会は、新型コロナウイルスによる緊急事態

措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されたことをう

け、理事会に引き続き書面審議となりました。また、総会終了

後に予定されていた懇親会も中止になりました。

　書面審議として、電子メールで配信した審議事項と回答結

果は下記の通りで、すべて同意されました。

　2020年度は会長の改選期にあたり、トクラス（株）佐々木良

様が会長に就任されました。また役員の交代として、副会長に

TOTO（株）清水隆幸様、理事に積水ホームテクノ（株）田中伸

弘様、（株）ノーリツ腹巻知様が就任され、2020年度役員体制

が発足しました。今年度のキッチン・バス工業会は、理事・正

会員26社、賛助会員58社、合計84社の会員で新年度を迎え

ました。

　定時総会では、新旧の会長から各々新任、退任のご挨拶を

いただく予定でしたが、書面審議となりましたので、林前会長、

佐々木新会長からのご挨拶文を電子メールで配信しました。

  1. 審議事項 

（1）2019年度事業報告及び2020年度事業計画（案）

（2）2019年度事業収支決算報告及び2020年度収支予算（案）

（3）2020年度役員体制（案）

（4）当工業会事務所改装について

  2. 審議結果 

1号議案〜4号議案につきましては、理事・正会員全員（26社）の同意をいただき、成立しました。

  3. 報告事項 

（1）会員移動について〈入会、退会、社名変更、代表者変更〉

  4. 特別報告 

（1）	2019年度自主出荷統計報告

（2）	情報処理の実態調査に関するアンケート及びHPアクセス状況報告

（3）	新型コロナウイルス対応状況報告

（4）	事務局報告	

　　　・第16回川柳事業の件	

　　　・今後の行事日程〈公式行事・委員会開催日程他〉	

　　　・第14回ウイズガス全国親子クッキングコンテスト中止のお知らせ

「2020年度　定時総会議案書」と「定時総会（書面）審議事項　結果報告」

2020年度 定時総会 開催
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　会長退任にあたり、ご挨拶を申し上げます。

　まずはこのたびの記録的な豪雨により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

　被害の全容が明らかになるにつれ、その深刻さに胸が痛みます。一日も早い災害復旧をお祈りいたします。

　会長を2年間務めさせていただきました。平成と令和をまたぐ2年間には、ラグビーワールドカップ開催や

消費税率の引き上げ、大型台風による被害発生など様々なことがございました。また、今年の初めからわが

国でも新型コロナウイルス感染症が拡大し、実体経済にも大きな影響を与えるとともに我々の生活様式に

も大きな変化がありました。東京オリンピックが延期されたことや、リモートワークが一気に普及したことな

ど予測がつかないことばかりです。「一寸先は闇」という言葉が頭に浮かびそうですが、ここは「ピンチの裏に

チャンスあり」「禍福はあざなえる縄の如し」と、この状況をイノベーションの機会と捉える強さ、したたかさ

を持たなければならないと考えております。

　工業会活動においては、新年賀詞交歓会や「キッチン・バスの日」式典での台所・お風呂の川柳入賞者表彰

式、全員懇談会など、活発な行事を通じて、皆様方との親睦を深めることができたことは、大きな喜びでした。各

委員長を交えての会長報告会では、業界および皆様の活動への理解が深まりました。特に委員会活動について

は、ライフスタイル、省エネ基準など消費者ニーズや社会的ニーズが変化し続けるキッチン・バス市場の発展と

課題解決に向け、企業の枠を超え協力して、知見を出し合い成果を上げていただいたことに感謝いたします。

　新任いただく佐々木会長には、先行きが不透明な時期での交代となりますが、ご活躍いただけるものと期

待しております。

　また、まさにコロナ禍が一例ですが、思わぬリスクが顕在化し、持続可能性そのものが危うくなりかねない

時代ですので、工業会においても持続可能な社会づくり（SDGs）を念頭に置いた活動がより一層重要になっ

てくるのではないでしょうか。

　今回、工業会の弊社代表も私から交代し、新任の清水が担当します。弊社において、長年お風呂、キッチン

を担当してまいりましたので、会員の皆様におかれましても、顔見知りの方が多々おられると思いますので、

今後とも引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、2年間支えていただきました事務局の皆様、会員の皆様に改めて厚く感謝の意を表

しまして、退任と交代の挨拶とさせていただきます。

前会長　林		良祐
（TOTO株式会社	取締役	専務執行役員）

キッチン・バス工業会　会長退任と交代のご挨拶
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　このたび林前会長からバトンを受け、会長を務めさせていただくことになりましたトクラス

の佐々木でございます。就任にあたり、ご挨拶を申し上げます。

　まずはこのたびの大雨災害により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞いを申し上

げます。

　度重なる気象災害やなかなか猛威が収まらない新型コロナウイルス感染症などが、わたし

たちの社会活動全般に大きな影響を及ぼしています。先行き不透明な状態の中で、企業経営

はサスティナビリティに向け、できる限りの対策を打ち続けるしかないと覚悟しなければなり

ません。

　「新しい日常」と言われる人々の暮らしや働き方の変化、AIやIoTの普及加速など大きな変

革期を迎えることになり、暮らしに深く関わるキッチン・バス工業会もその変化を前向きに受

け止め、新たな事業機会の創出や、ものづくりの革新へと、業界の発展につなげていかなけ

ればなりません。

　このようなときに、会長の大役を仰せつかり、誠に身の引き締まる思いです。住環境を通じ

た豊かな国民生活の実現と安全な社会の醸成への貢献というキッチン・バス工業会に課せ

られた社会的使命と役割を認識し、会員各社をはじめ、関係省庁、関連団体の皆様との連携

のもと、微力ではございますが、万全を尽くして取り組んでまいります。

　皆様には、今後とも一層のご理解・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

新会長　佐々木		良
（トクラス株式会社	代表取締役社長）

キッチン・バス工業会　会長就任のご挨拶
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　会員各社の代表及び幹部の皆様にご参加いただき、業界一丸となり活動しています。

2020年度 工業会役員体制

会　長 トクラス（株） 代表取締役社長 佐々木 良

副会長 永大産業（株） 代表取締役執行役員社長 枝園 統博

副会長 クリナップ（株） 代表取締役 社長執行役員 竹内 宏

副会長 タカラスタンダード（株） 代表取締役社長 渡辺 岳夫

副会長 ＴＯＴＯ(株) 取締役 常務執行役員 清水 隆幸

副会長 (株)ハウステック 専務取締役 事業本部長 平川 昌也

副会長 パナソニック（株） ハウジングシステム事業部 小早川 益律
  水廻りシステムビジネスユニット長

副会長 (株)ＬＩＸＩＬ 取締役 専務役員 大西 博之
  LIXIL Water Technology Japan  CEO

理　事 積水ホームテクノ(株) 代表取締役社長 田中 伸弘

理　事 （株）長府製作所 代表取締役社長 種田 清隆

理　事 東京ガス(株) 暮らしサービス事業推進部長 佐藤 弘直

理　事 ナスラック（株） 代表取締役社長 左右田 稔

理　事 (株)ノーリツ 取締役 兼 専務執行役員 腹巻 知
  国内事業本部 本部長

理　事 富士工業(株) 代表取締役社長 柏村 浩介

理　事 （株）ベルキッチン 代表取締役社長 松本 真明

理　事 リンナイ(株) 代表取締役社長 内藤 弘康

監　事 （株）トヨウラ 代表取締役社長 坂井 良行

監　事 （株）和光製作所 代表取締役社長 西田 隆一

常務理事 工業会事務局 工業会常任 事務局長 越道 昭徳

2020年7月20日現在（敬称略）
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　この度、キッチン・バス工業会の理事に就任いたしました株式会社

ノーリツの腹巻知でございます。平素は会員各社の皆様には格別の

ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　弊社は創業期に掲げた「お風呂は人を幸せにする」という思いを

原点に、日本におけるお風呂文化の創造・普及に尽力してまいりまし

た。これからも、お湯のある生活を通じて人々の暮らしを豊かにし「新

しい幸せを、わかすこと。」を使命とし、その実現に向けて邁進してい

く所存です。会員の皆様のご協力をいただきながら、工業会の発展

に貢献できるよう取り組んでまいります。今後とも、変わらぬご指導、

ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　この度、キッチン・バス工業会の理事に就任いたしました積水ホー

ムテクノ株式会社の代表取締役社長の田中でございます。

　平素は、会員各社の皆様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　当社はユニットバスを軸に、際立つ「商品」と「サービス」をもって、

「安心・快適な浴空間」を提供すべく、事業を進めております。

　変化への適応力がより求められる昨今ですが、高齢化が進む住・

社会に寄り添い、お客様の豊かな暮らし創りに貢献してまいります。

　今後とも、当工業会の発展に貢献できるよう取り組んでまいります

のでご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

　この度、キッチン・バス工業会の副会長に就任いたしましたTOTO

株式会社の清水でございます。平素は、会員各社の皆様には格別の

ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　幣社は豊かで快適な生活文化を創造し、お客様に期待以上の満

足を感じていただけるよう、事業活動を推進しております。キッチン・

バス空間においても、新商品開発を通じてお客様に新たな価値を提

供し、キッチン･バス業界に貢献していきたいと考えております。

　コロナ禍など予想外のリスクが存在する不透明な時期にあります

が、キッチン・バス工業会のますますの発展に向け、微力ながら尽力

してまいる所存ですので、今後ともご指導ご支援を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

TOTO株式会社
取締役	常務執行役員

清水	隆幸
（しみず	たかゆき）

積水ホームテクノ株式会社
代表取締役社長

田中	伸弘
（たなか	のぶひろ）

株式会社ノーリツ
取締役	兼	専務執行役員

腹巻	知
（はらまき	さとし）

新任役員ご挨拶
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新規会員ご紹介 登録社名変更のお知らせ

会員情報

株式会社ストーントレード
代表取締役

漆戸	良広
（うるしど	よしひろ）

ブレクス株式会社
代表取締役社長

船本	宏幸
（ふなもと	ひろゆき）

本社所在地		：		東京都練馬区大泉町4-30-17	4F
主な取扱品目		：		キッチンカウンター、ユニットバス仕上材
	 	 （天然石、人造石、セラミックタイル）
ホームページ	：		https://www.stonetrade.jp

本社所在地		：		東京都港区西新橋2-8-6
主な取扱品目		：		ユニットバス
ホームページ	：		https://brecs.co.jp/

　この度キッチン・バス工業会に入会させていただきました

「株式会社ストーントレード」と申します。今後ともご指導何

卒よろしくお願い致します。

　弊社が扱っております天然石は、外観に固有の色柄・独特

の模様があり美しく、衛生的で耐久性に優れ、最も環境に配

慮した建築材料のひとつでもあります。

　用途は幅広く、内装のカウンター材から壁材・床材・舗装材

まで使用されております。		

　キッチン・バス向けの石材用途では、水回りのため適切な

仕様の確認と熟練の石工による施工を実施しております。

　引き渡し後は、現調と保守対応を通じて、使用者・お客様と

十分な意思疎通をはかり、メンテナンス等のアドバイスを行っ

ております。

　キッチン・バス工業会の活動を通じて住設事業の理解を深

めていくとともに、工業会の発展に少しでもお役にたてるよう

に心掛けて参ります。

　今後もしっかりとしたキッチン・浴室仕上材の提供と取付

工事・アフターサービスに尽力する所存でございます。皆様の

お力添え、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　この度キッチン・バス工業会に入会させていただきました、

「ブレクス株式会社」と申します。今後とも何卒ご指導よろし

くお願い申し上げます。

　弊社は昨年まではブリヂストングループでユニットバスの

製造・販売・施工を手掛けてきておりましたが、本年より事業

承継をして新たにブレクスグループとしてスタートしました。

　ブレクスグループはコーポレート機能の「ブレクスHD株式

会社」、販売・施工・アフターサービスの「ブレクス株式会社」、

そして製造・物流の「ブレクスプロダクツ株式会社」の三社で

構成されています。

　「BReCS]に込めた思いである、ブリヂストンユニットバス

の長年の製品コンセプト「Bathinng	and	Relaxing」を承継・

練磨し、「快適な（Comfy）」「空間（Space）」の製品を提供す

ることを通じ、「お客様（Customer）」の「喜び（Satisfy）」を

実現し、その実現のため「挑戦（Challenge）」し「スピーディー

（Speedy）」に行動してまいります。

　従来のFRPユニットバスに留まらず、新たな製品にもチャレ

ンジしてまいりますのでよろしくお願い致します。
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　平素はキッチン・バス工業会会員各社の皆様には大変お世話になり、ありがとう
ございます。心よりお礼申し上げます。
　当社は「安全最優先」と「社会的責任の全う」を経営基盤とし、電力の安全・安定
供給の責務を果たすべく、「お客さまと社会のお役に立ち続ける」ことを使命に尽
力してまいりました。引き続き、電気・ガスに加え、グループ商品・サービスを拡充し、
「安心・快適・便利」なエネルギーサービスを幅広くお届けすることで、お客さまの
お役に立てるよう取り組んでまいります。
　会員の皆様とともに工業会の発展に貢献できるよう、微力ながら取り組んでいく
所存でございます。引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　この度、キッチン・バス工業会の弊社代表に就任いたしました太田でございま
す。平素は、会員各社様には、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　弊社は、エネルギーとくらしの総合サービス企業グループとして、「都市ガス・電
力・LPG」のエネルギー供給に加え、暮らし関連などの非エネルギーサービスも併
せてお届けすることで、お客さま価値を拡大させるとともに、快適な暮らしや社会
の実現に貢献してまいります。
　今後も、キッチン・バス工業会の発展に寄与できるよう精進してまいりますので、
ご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

　この度、デュポン・MCC株式会社の代表取締役社長に就任いたしました椙田で
す。平素はキッチン・バス工業会会員各社の皆様には格別のご高配を賜り、心より
御礼申し上げます。
　当社は、1986年の創業以来、人工大理石	コーリアン®の国内生産・開発を始め、
キッチンや洗面カウンターで長くご愛顧をいただいております。「想像力が未来を
創る。Make	Your	Space™」これからもコーリアン®を通じて、お客様において心地
よいキッチン・バス空間を創るお手伝いができるよう精進して参ります。コロナ禍で
大変な状況ではございますが、工業会の発展に貢献できるべく、微力ながらも努力
して参りますので、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　この度、ニーニー技研産業株式会社	代表取締役に就任いたしました五十嵐博之
でございます。
　平素は、会員各社様には格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は創業以来、多種多様な住宅設備機器の生産を通して、皆様の楽しく豊か
なアメニティーライフをサポートして参りました。その間、積極的な製品開発、優れ
た品質管理、無駄なく省力化された生産設備など、新しい付加価値を生み出すこと
で、お客様に貢献できるよう、取り組んで参りました。
　今後ともキッチン・バス工業会の発展に微力ではございますが取り組んで参りま
すので、皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

　この度、株式会社ハーマンの代表取締役に就任いたしました曽田でございます。
平素は会員各社様には格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　弊社は1930年の前身会社創業以来、安全・環境に配慮した家庭用ガス機器の
提供に取り組んできました。「世界初の技術」に挑戦し続け、魅力的で特徴のある新
商品開発に注力しております。
　弊社は、これからも人と技術の調和する「生活環境の創造」で「暮らしに新たな喜
びと感動」を与える商品を提供し続け、社会に貢献いたします。
　会員の皆様と共に工業会の発展に貢献できるよう精一杯努力してまいりますの
で、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

関西電力株式会社
理事

営業本部	副本部長
（リビング営業部門統括）

山下	誠
（やました	まこと）

西部ガス株式会社
代表取締役

副社長執行役員

太田	良
（おおた	りょう）

デュポン・MCC株式会社
代表取締役社長

椙田	知宏
（すぎた	ともひろ）

ニーニー技研産業株式会社
代表取締役

五十嵐	博之
（いがらし	ひろゆき）

株式会社ハーマン
代表取締役社長

曽田	裕司
（そだ	ひろし）

代表者変更のお知らせ		※社名五十音順
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委  員  会  会  員  名 氏　名
  委員長 トクラス㈱ 伊藤 久人
  副委員長 永大産業㈱ 土井 隆義
  副委員長 クリナップ㈱ 柴崎 和彦
  副委員長 タカラスタンダード㈱ 中島 宏文
総務委員会 副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 原田  茂
  副委員長 ㈱ハウステック 細入 正樹
  副委員長 パナソニック㈱ 潮田 栄二
  副委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 佐無田  譲
  副委員長 リンナイ㈱ 木住野  健
  委員長 ＴＯＴＯ㈱ 松本 賢治
 広報専門委員会 副委員長 クリナップ㈱ 柴崎 和彦
  副委員長 ㈱渡辺製作所 吉田 宏史
  委員長 タカラスタンダード㈱ 辻本 吉輝
 室内空気環境専門委員会 副委員長 永大産業㈱ 山王 玲子
  副委員長 トクラス㈱ 松本 康弘
 仮設住宅対策専門委員会 委員長（浴室） パナソニック㈱ 藤田 浩一
  副委員長（キッチン） クリナップ㈱ 柴崎 和彦
 川柳事業専門委員会 委員長 OB（㈱ハウステック） 中山 世一
  副委員長 OB(TOTO㈱） 柴山  勲
  委員長 ㈱ベルキッチン 長野 邦彦
 材工課題専門委員会 副委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 日原  勲
  副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 清水 洋一
 営業企画専門委員会 委員長 ＴＯＴＯ㈱ 猪狩  純
  副委員長 パナソニック㈱ 馬路 貴光

技術委員会 委員長 ㈱ハウステック 畑  知宏
  副委員長 ＴＯＴＯ㈱ 清水 洋一
  委員長 ＴＯＴＯ㈱ 清水 洋一
  副委員長 タカラスタンダード㈱ 西岡田 浩章
 キッチン・洗面技術専門委員会 副委員長 ㈱ベルキッチン 野田 佳正
  副委員長 ㈱ハウステック 郡司 喜夫
  副委員長 永大産業㈱ 長戸 浩太郎
  委員長 ㈱ハウステック 畑  知宏
 浴室技術専門委員会 副委員長 パナソニック㈱ 渋沢 博之
  副委員長 ㈱ノーリツ 平川  武
  副委員長 リンナイ㈱ 川島  剛
 規格基準検討専門委員会 キッチン・洗面委員長 タカラスタンダード㈱ 西岡田 浩章
  浴室委員長 ㈱長府製作所 堀川 智幹
  委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 垣田  賢

調査統計委員会 副委員長 ㈱ハウステック 細入 正樹
  副委員長 ナスラック㈱ 神谷 剛志
  副委員長 積水ホームテクノ㈱ 中田 伸哉
 キッチン統計専門委員会 委員長 クリナップ㈱ 小林  桂
 洗面統計専門委員会 委員長 パナソニック㈱ 栗林 羊次
 浴室統計専門委員会 委員長 ＴＯＴＯ㈱ 猪狩  純
  委員長 永大産業㈱ 吉田 尚生
  副委員長 ㈱ノーリツ 平川  武
ＰＬ関連委員会 副委員長 ㈱ベルキッチン 畑  光則
  副委員長 パナソニック㈱ 松本 啓一
  副委員長 クリナップ㈱ 卯月  知
  委員長 永大産業㈱ 村上 雅映
情報化推進委員会 副委員長 クリナップ㈱ 小野 貴久
  副委員長 ㈱ノーリツ 内山 寿夫
  委員長 ㈱ノーリツ 平川  武

消費者関連委員会 副委員長 ㈱ハウステック 関  眞人
  副委員長 トクラス㈱ 平尾 正幸
  副委員長 ㈱渡辺製作所 上野 聖和
中企税関連特別委員会 委員長 ＴＯＴＯ㈱ 酒井 博康
次世代住宅ポイント制度特別委員会 委員長 ㈱ＬＩＸＩＬ 佐無田  譲
電気式浴室換気乾燥暖房機啓発委員会 委員長 ＴＯＴＯ㈱ 駒谷 直樹

2020年7月20日現在2020年度 各委員会 正・副委員長名簿
委員会情報
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2019年度 自主出荷統計概況
統計情報

調査統計委員会	委員長　垣田	賢（LIXIL）
　2019年度の自主出荷統計概況は以下の通りです。新設住宅着工戸数は前年割れ（92.7%）となる中、キッチン

総計は前年割れ（98.7%）、システムキッチンは微減（99.0%）、セクショナルキッチンは前年比減（97.6%）となりま

した。洗面化粧台も微減（99.4%）となりました。陶器ボウルは引き続き減少傾向が続いています。浴室総計は微減

（98.5%）し、システムバス、単体浴槽とも前年割れとなりましたが、システムバスの戸建住宅用、ホテル・その他が前

年比増加となりました。

■浴室 （単位：台数）
 2019年度 2018年度 前年度比 対前年度増減 構成比
浴室総計 1,607,748 1,631,426 98.5% ▲ 23,678 －　　
 システムバス総計 1,476,496 1,492,825 98.9% ▲ 16,329 91.8%
 戸建住宅用 775,146 760,321 101.9% 14,825 48.2%
 集合住宅用 581,212 620,292 93.7% ▲ 39,080 36.2%
 ホテル・その他 120,138 112,212 107.1% 7,926 7.5%
 単体浴槽総計 131,252 138,601 94.7% ▲ 7,349 8.2%
 ステンレス 16,035 19,227 83.4% ▲ 3,192 1.0%
 鋳物ほうろう 1,895 2,657 71.3% ▲ 762 0.1%
 人工大理石 10,100 10,696 94.4% ▲ 596 0.6%
 樹脂・FRP 103,222 106,021 97.4% ▲ 2,799 6.4%

■新設住宅着工数 （単位：戸数）
 2019年度 2018年度 前年度比 対前年度増減 構成比
新設住宅着工戸数（合計） 883,687 952,936 92.7% ▲ 69,249 －　　
 持家 283,338 287,710 98.5% ▲ 4,372 32.1%
 貸家 334,509 390,093 85.8% ▲ 55,584 37.9%
 分譲住宅総計 259,732 267,175 97.2% ▲ 7,443 29.4%
 分譲（戸建） 146,154 144,905 100.9% 1,249 16.5%
 分譲（マンション） 111,615 119,683 93.3% ▲ 8,068 12.6%
 給与住宅 6,108 7,958 76.8% ▲ 1,850 0.7%

■キッチン （単位：台数）
 2019年度 2018年度 前年度比 対前年度増減 構成比
キッチン総計 1,720,450 1,743,948 98.7% ▲ 23,498 －　　
 システムキッチン 1,318,407 1,331,976 99.0% ▲ 13,569 76.6%
 セクショナルキッチン 402,043 411,972 97.6% ▲ 9,929 23.4%

■洗面化粧台 （単位：台数）
 2019年度 2018年度 前年度比 対前年度増減 構成比
洗面化粧台総計 1,804,275 1,814,878 99.4% ▲ 10,603 －　　
 陶器 414,390 438,588 94.5% ▲ 24,198 23.0%
 金属・その他 279,764 276,323 101.2% 3,441 15.5%
 合成樹脂 1,110,121 1,099,967 100.9% 10,154 61.5%
 シャワー搭載数 1,220,706 1,205,720 101.2% 14,986 67.7%

■レンジフードファン （単位：台数）
 2019年度 2018年度 前年度比 対前年度増減 構成比 装着率
レンジフードファン総計 1,208,566 1,174,641 102.9% 33,925 －　　 75.5%
 シロッコファン 1,151,806 1,114,712 103.3% 37,094 95.3% 
 ターボファン 18,321 21,752 84.2% ▲ 3,431 1.5% 
 プロペラファン 24,061 22,923 105.0% 1,138 2.0% 
 換気フード 14,378 15,254 94.3% ▲ 876 1.2% 

■ビルトイン機器 （単位：台数）
 2019年度 2018年度 前年度比 対前年度増減 装着率
食器洗い乾燥機 490,863 478,293 102.6% 12,570 40.3%
電気クッキングヒーター 364,882 370,147 98.6% ▲ 5,265 30.0%
ガスドロップインこんろ 540,381 577,358 93.6% ▲ 36,977 44.4%
浄水器総計 328,962 319,421 103.0% 9,541 27.0%
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 1 建設業法の改正
　昨年、建設業法が改正されました。

　その中で、大注目なのが、建設業法19条が改正され、請負

契約書に令和2年10月1日からは、「工事を施工しない日」「工

事を施工しない時間帯」の記載が義務づけられることです。

　既に、国土交通省から発表されている建設工事標準契約約

款には、この表記がなされており、10月1日以降は、以下の項

目を請負契約書に加筆することが求められます。

 2 請負契約書を
 バージョンアップしましょう
　建設業法の改正ですから、当然、リフォーム工事請負契約

書にも「工事を施工しない日」「工事を施工しない時間帯」の

記載を追記しなければなりません。

　せっかく4月1日に民法改正対応で請負契約書を改訂した

ばっかりなのに、「また、改訂しなければならないのか！」と、

法務担当者からのぼやきが聞こえてきそうな気がしますが、

「建設業法違反の請負契約書」を使っていること自体が法的

リスクですので、民法改正以上に改訂の必要性は高いと言え

るでしょう。

 3 むしろ、契約書は常に
 バージョンアップしていくものと
 発想を転換しましょう
　契約書・契約約款の改訂は、法改正のタイミングだけでは

ありません。匠総合法律事務所では、「住宅会社のための建築

工事請負契約約款モデル条項」というものを作成しているの

ですが、コロナ渦を受け、新たに発生した問題に対応するべく

（第二波対策）、早々にバージョンアップをしました。

　また、第二波で、予期せぬ事態が生じたら、「トラブル解決

の羅針盤」としての機能を強化すべく、更なるバージョンアッ

プをしていく予定です。

 4 非対面型の電子契約も注目！
　せっかく、契約書・契約約款を改訂するなら、いっそのこと、

電子契約も検討してみましょう。今、非対面型で契約が締結で

きる電子契約がちょっとした流行であり、私のところにもたく

さんの法律相談が寄せられています。

　建築業界では、建築現場への商品の納品、工事完成と電子

契約の仕組みが連動することにより、一括下請を禁止する建

設業法22条対策（常に現場に対する実質的関与を実践する

ことは電子化によって可能となる）、下請法対策（発注書面交

付できていますか？）も果たすことが可能となります。電子契

約のシステムも、この建設業法・下請法対策となるものは未だ

開発されておらず、残念なのですが、メーカーの皆様方、建材

商社の方々の法令遵守の意識とニーズが高まれば（高めてく

ださい！）、きっと良いシステムが開発されることになると期待

しています。

四、 工事を施工しない日
 工事を施工しない時間帯
 注　工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。

※点線で囲っている部分については、令和2年10月1日から適用する。
　以下この約款において同じ

こちらは、建設業法における電子契約化
について、実際の相談等に基づいて、当
事務所が執筆した書籍となっています。

『建設業法の課題と実務対応
電子契約化への法的アプローチ』

発　　行	：	新日本法規出版株式会社
編　　集	：	匠総合法律事務所
　		著		　	：	秋野卓生（弁護士）
	 	 	 田中敦（弁護士）
	 	 	 樋口孝之介（弁護士）
判　　型	：	A5判
ページ数	：	280頁

こちらは、当事務所が執筆した最新の
工事請負契約約款の解説をした書籍と
なっています。

『改正 民法対応
住宅会社のための
建築工事請負契約約款
モデル条項の解説』

発　　行	：	日本加除出版株式会社
編集代表	：	秋野卓生
　		著		　	：	匠総合法律事務所
判　　型	：	A5判
ページ数	：	376頁

令和2年10月1日からスタートする改正建設業法対応に着手しましょう！
弁護士	秋野	卓生（弁護士法人匠総合法律事務所）

VOICE
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　いつも『K・B通信』をご愛読いただき、ありがとうございま

す。このたび、7月発行号（No.19）より『K・B通信』の紙面をリ

ニューアルしました。

　現在の『K・B通信』は2011年に工業会活動全般を知りた

い、会員企業を知りたい、会員間交流を深めたいとの声にお

応えするためスタートし、微力ながら工業会活動のご理解の

一役を担ってきました。	

　新しい『K・B通信』では、以下のような読みやすい紙面作り

の工夫と内容の充実を図り、工業会活動をより分かりやすく

ご理解いただくための媒体としてお届けしていきます。

　広報専門委員会では『K・B通信』の編集等に加え、今後一

層、広報活動の企画・立案に注力し、委員会活動の活性化に

寄与したいと考えます。

　今後も工業会の目指す姿、工業会活動への理解を深めてい

ただくため、活動全般を広くご紹介してまいりますので、会員

の皆様からの忌憚のないご意見、ご提案等をいただけますと

幸いです。

　リニューアルした『K・B通信』を引き続きご愛読いただきま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

第16回「台所・お風呂の川柳」について
─ コロナ禍の中で ─

『K・B通信』をリニューアルしました

委員会活動

川柳事業専門委員会	委員長　中山	世一

広報専門委員会	委員長　松本	賢治（TOTO）

●印刷やパソコン等での閲覧に対応するため、レイアウトを
工夫し、読みやすさを追求。加えてデザイン性をアップ。

●委員会活動や業界の動きをご紹介する新コーナーを検討。
●これまで賛助会員様を対象に発行してきた『技風堂々』を次
号より取り込み、引き続き企業間連携や交流の一助に。

●経費節減と伝達の効率性の観点から、完成版は印刷物とせ
ず、ホームページ掲載やメール配信を継続。 『K・B通信』 『技風堂々』

NEW  DESIGN !

　今年も「台所・お風呂の川柳」の募集が5月1日から始まりま

した。ところが今年は新型コロナウイルスのため事前の会議

が中止となり、少し不安を抱えたままのスタートとなってしま

いました。しかし、その不安もつかの間、ホームページやはが

きによる応募が続 と々きています。

　考えてみれば川柳は戸外で作るわけでもなく、ステイホーム

で時間を持て余している人々にとっては幸いであったかもし

れません。何といってもその新型コロナウイルスが格好の題材

となり、コロナに関係する句が多くみられる傾向にあります。

　また、今年は当工業会川柳事業にとっても新しいことがいく

つかあります。まずは亡くなられた三遊亭金遊師匠、山遊亭金

太郎師匠に代わって新たに桂右團治師匠、三遊亭圓馬師匠

が特別選者となりました。新しい傾向の選句が生まれるかも

しれません。

　また、応募の途中でありましたが、東京ガス㈱様のご提案

を受け協議の結果、特別賞として「STOP！ヒートショック賞」

を追加することとなりました。なお、この賞は来年からは正式

の賞として設けられる予定です。

　川柳の下選や1次選考は幸い従来からパソコンを大いに活

用していましたので、あまりコロナ禍の影響は受けませんが、

これから始まる会議形式での1次選考会や2次選考会をどう

しようかと悩んでいるところです。

　9月の最終選考会は選考委員にお集まりいただき、日本工

業倶楽部で実施する予定です。

　今年のような未経験の事態を無事に乗り切って11月2日の

「キッチン・バスの日」式典での表彰式にこぎつけたいと思っ

ています。皆様のご協力よろしくお願い申し上げます。

第16回
台所・お風呂の川柳
募集チラシ

第15回
台所・お風呂の川柳

作品集
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重要なお知らせとお願い

重要なお知らせ

事務局から

常務理事　越道	昭徳

　会員の皆様、長引くコロナ禍の御対応に苦慮されていることと拝察いたします。

　工業会においても、理事会・定時総会の書面審議や委員会の書面開催等、ご不便をおかけ

しておりますことを大変申し訳なく思っております。

　事務局としては、この深刻なコロナ禍の状況と真剣に取り組み、佐々木会長はじめ理事皆

様方のご判断を仰ぎながら、最善の方策で運営に臨む所存でございます。

　早速ではございますが、上期のイベント等につきまして、下記の重要なお知らせとお願い

がございます。内容をご確認いただき、何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。

知らぬ間に 夕立の過ぎて 風匂う
トモ

■ 第二回 全員懇談会開催について

	 開　	催　	日	：	9月17日（木）
	 開		催		時		間	：	15：00～16：00
	 形　　　		式	：	WEB会議　Zoomで開催
	 	 	 ※工業会事務所をキ－局として出席可能な会員と接続

	 概　　　		要	：	新旧会長/経済産業省/新任理事/新入会員等の挨拶及び委員長からの報告

	 懇　	親　	会	：	実施しない

	 懇親ゴルフ会	：	数少ない会員相互のコミュニケ－ションの場として開催
	 	 	 ※9月19日（土）　相模原ゴルフクラブ
	 	 　	（多数の皆様が参加しやすい土曜日に開催。奮ってご参加ください！！）

	 【お願い】
・全員懇談会に出席予定の会員様には、8月中旬頃Zoom接続のテスト
		（事務局との接続確認）をお願い致します。詳細は別途連絡。

■ 工業会事務所改装について

	 工　	事　	日	：	8月1日（土）〜4日（火）　4日間
	 改		装		概		略	：	①	耐震性の強化とOA機器使用による効率化を目的とした什器の入れ替え
	 	 	 ②	環境改善を前提とする衛生面への配慮による劣化した床/壁の張替え
	 	 	 ③	打合せ小スペ－スの設置
	 	 	 ④	感染症対策に配慮した飛沫防止パネル/高性能空気清浄機の設置等

	 【お願い】
・工事期間の前後2〜3日を含め事務所は使えませんので、ご了承ください。
		会員の皆様にはご不便をおかけします。
・9月17日WEBでの全員懇談会では、画面にて新しい事務所のお披露目をさせていただく
予定です。是非、ご出席いただきますようお願い致します。
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　コロナ禍で、新しい生活様式という指針が出ました。こまめな手洗い、咳エチケットは

自分でできますが、生活における3密（密閉、密集、密接）回避は自分の意思だけでなく、

周りの協力があってこそ可能となります。

　『K・B通信』は松本新委員長のもと、これまで以上に工業会や、業界の理解が深まるこ

とを目的に、読者の皆様に情報を提供する読み物にいたします。会員の皆様と当委員会

が一体となり、編集していければと考えます。

　暑い夏を迎える時期となりましたが、熱い思いで事に当たります。　「やればできる！」

広報専門委員会	副委員長　柴崎	和彦（クリナップ）

─編集後記 ─

No.19 編集委員

発行責任者	：	松本	賢治（TOTO）

編　集　長	：	柴崎	和彦（クリナップ）

編 集 委 員	：	井上	知春（ナスラック）

	 	 大崎	和美（東京ガス）

	 	 白居	陽子（三菱ケミカル・クリンスイ）

	 	 滝川	光紀（積水ホームテクノ）

	 	 中島	宏文（タカラスタンダード）

	 	 平川		武（ノーリツ）

	 	 藤田	東一（LIXIL）

	 	 吉田	宏史（渡辺製作所）

	 	 越道	昭徳（事務局）

	 	 田中	朋子（事務局）

工業会のホームページは情報の宝庫です！

発　行　日	：	2020年7月20日

発行責任者	：	広報専門委員会	委員長　松本	賢治

「K・B通信」に関するお問い合わせは下記Eメールへお願いします。

E		メ		ー		ル	：	kitchen.bath@nifty.comhttps://www.kitchen-bath.jp/


